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現在支庁舎の外構工事を行っており、皆さ

まには大変ご迷惑をおかけいたしておりま

す。この度支庁舎の竣工に先立ち、庁舎別棟

に設置しました｢展示ホール｣を５月２７日

(月)午前９時から一次オープンいたします。

展示ホールでは、八丈町、青ヶ島村の住民

の方に、支庁や保健所等都機関の事業や都政

情報並びに島の特産品等について、写真やパ

ネルを使用し紹介しています。 

展示ホールへは現在支庁入口である２階

連絡口からお入りいただけます。 

なお、展示ホールは支庁開庁日(土日・休

日及び年末年始を除く毎日)の午前９時から

支庁長着任のあいさつ 

             東京都八丈支庁長 和 田 慎 一 

底土野営場リニューアルのお知らせ

このたび、施設の老朽化のため、炊事

舎・ごみ置場・野外卓の改修を行いました。

工事期間中は、皆様には大変ご不便をおか

けいたしました。 
今後とも、利用案内を遵守のうえ、底土

野営場をご活用いただきますよう、よろし

くお願いいたします。なお、利用案内の詳

細につきましては、今回新たに新設した現

地掲示板にてご確認ください。 
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 東京都

はじめまして、この度、４月１日付で八丈支庁長に着任いたしまし

た和田慎一です。 

日頃から東京都の事業執行にあたり、八丈町・青ヶ島村の皆様には、

ご理解とご協力をいただき厚く感謝申し上げます。 

着任してまだ間もないですが、４月１１日には青ヶ島村へもご挨拶

に伺いました。私はこれまで出張や私用で数回両島に参りました。そ
の際には、親切で優しく接してくださる多くの皆様方にお会いすることができ、美しい花

や緑あふれる樹木、荒々しくも綺麗で澄んだ海など、雄大で美しい自然とともに、私の印

象に強く残っております。 

八丈支庁では、福祉、産業、土木、港湾などの各事業に取り組んでおります。地域の皆

様に身近な事業から、島の発展のために取組む事業まで、幅広い分野に及びます。こうし

た事業執行に当たりましては、町村役場、関係機関、地域の皆様との連携が欠かせません。

円滑な事業執行のために、引き続き皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

また、長い期間にわたり多くの方々にご不便とご迷惑をおかけしてきましたが、新しい

支庁庁舎も、今年の夏過ぎには全て完成いたします。 

 私ども八丈支庁は、多くの方々に信頼していただけるようきめ細かな対応を進めていく

とともに、島のより一層の発展に職員一同全力を尽くしてまいりますので、どうぞよろし

くお願い申し上げます。 

展示ホール一次オープンのお知らせ
午後５時まで開いておりますので、お気

軽にお立ち寄りください。 

 

土木課工事第二係 2-1114 

総務課行政係 2-1111
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空港駐車場の利用についてのお願い！ 

①ターミナルビル前の道路は、前面駐車禁止となっています。お出迎えの自動車は「出迎

え専用待機場」をご利用下さい。 
②空港駐車場内は一方通行になっております。道路標識に従って通行して下さい。 
③空港駐車場は、他の利用者の妨げになるため、長期間の駐車をお断りしております。旅

行等の際は、出来る限り自動車の乗り合わせやタクシー利用などをお願いいたします。

④駐車中の車両を狙った犯罪を防止するため、たとえ短時間の駐車であっても必ずドアロ

ックをお願いします。 
 

日頃、八丈島空港をご利用いただきましてありがとうございます。 
ゴールデンウィ―クを迎え、旅行や帰省で八丈島を訪れる方が増えてまいります。これに

伴い、空港の駐車場も、出迎えや見送りの自動車で混雑することが予想されます。 
空港駐車場の混雑緩和・事故防止のため、次の点について島民の皆様のご協力をお願い

します。 

５月は自動車税の納期です！ 

平成 25 年度の自動車税納税通知書は５月１日に発送します。

納期内納税にご協力をお願いします。 

<納期限>５月３１日（金） 

金融機関・郵便局・支庁等の窓口で納付できます。 

ペイジー対応のＡＴＭ、インターネットバンキング、モバイルバンキング、

クレジットカード等をご利用して納付することもできます。

納付方法について詳しくは、納税通知書に同封のチラシまたは東京都主税局

ホームページ (http://www.tax.metro.tokyo.jp/) をご覧ください。 

総務課税務係 2－4511（直通）

八丈島空港管理事務所 2-0163

※特にこの車線には、絶対に駐停車しないで下さい。
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専門学校には 28 名の生徒が、看護・医療

系を始めとする様々な分野への進学を決め

ました。 

本校では、生徒の進路実現のために計画

的に進路指導・キャリア指導や講習･補習等

の学習指導を行っています。本年度も、八

丈高校教職員全員が一丸となって最大限の

支援を行い続けます。 

最近、大中上交差点から八重根港に至る都道上

の「八戸の五差路」において、交通事故が頻発し

ております。このため、支庁では町と連携し、カ

ーブミラーの移設や沿道樹木の伐採などの緊急

対策を実施しました。さらに今後、カラー舗装を

用いた注意喚起対策を行う予定です。 

皆様におかれましても、一旦停止の徹底など安

全運転を心がけていただくよう、よろしくお願い

いたします。 

5 月 10日から 16 日は、愛鳥週間です 

■ヒナが落ちていた時■ 

拾ったりせず、そのままそっとしておいて下さい。

親鳥は近くで見ており、鳴き声でコミュニケーション

をとっています。人間がいると親鳥はヒナに近づけま

せん。少し離れて遠くから見守りましょう。 

■捕獲・飼養はできません！！■ 

東京都では、メジロなどの野鳥を飼うために捕まえ

ることを認めていません。飼うことも違法行為です。

自然のままの姿を観察しましょう。 

 

卒業後の進路について 

この機会に野鳥をじっくり観察してみてはいかがでしょうか。なお、人が野鳥と接す

る時には、いくつかの注意が必要です。 

平成 25 年 3 月の八丈高校卒業生は、全

日制 68 名、定時制 1 名（三修制）の合計

69 名でした。 

求人状況は、依然として厳しい中、本校

生徒は 12 名の希望者全員が就職先（島外

10 名、島内 2 名）を決定することができ

ました。 

大学進学の状況は、国公立大学に 4名、

私立大学に 18 名、私立短期大学に 3 名が

進学することができました。特に本年度は

12 名の生徒が一般受験で首都大学東京（2

名）や早稲田大学・立命館大学などの難関

校に合格することができました。安易に推

薦制度を利用するのではなく、入りたい学

校に進学するための受験準備を進めるべ

く、一人ひとりに合わせた指導を行ってい

ます。 

 産業課林務係 2-1113 

写真の中に伊豆諸島固有の

「シチトウメジロ」がいます。

どこにいるでしょう？ 

「八戸の五差路」における交通安全対策について 

土木課 2-1114 

八丈高校経営企画室 2-1181 

八丈高校体育祭のお知らせ 

毎年恒例の八丈高校体育祭は、6 月 9 日

（日）午前 9時からを予定しています。100

ｍ走や学年対抗リレー、応援合戦等、生徒

達の活躍をどうぞご覧ください。 

当日及び準備期間中においては、近隣の

皆様にご迷惑をおかけします。ご理解とご

協力をお願い申し上げます。 

こんにちは、八高です！ 
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退任挨拶 

人事異動 

去る３月３１日付をもちまして、

東京都八丈支庁長を退任いたしま

した。 

２年間にわたる在任中は、八丈島

ならびに青ヶ島の皆様から心温ま

るご支援をいただき、厚くお礼申し

上げます。 

両島の益々の発展と島民の皆様

方のご多幸をお祈りしております。

 

（前支庁長 古田武夫）

 

 

〒１００－１４９２ 東京都八丈島八丈町大賀郷２４６６－２ 

０４９９６－２－１１１１（電話） ０４９９６－２－３６０１（ＦＡＸ） 

ホームページもご覧ください http://www.soumu.metro.tokyo.jp/09hatijou/index.html 

発行 東京都八丈支庁総務課 

ホームページでは「支庁の風」をカラーで掲載しています。また、創刊号から最新号までご覧いただけます。 

登録番号 25（1） 
 

毎週土日祝：植物公園ガイドウォークを開催 

詳細は、八丈ビジターセンター（2-4811）まで 

八丈支庁長   和田 慎一 (環境局)昇任 

総務課    

庶務係   ※ 係長 上ノ山明光 (福祉係長) 

  主任 千葉 令恵 (産業課商工係主任)

経理係 係長 山本善志高 (税務係長) 

行政係 係長 菅野 敬志 (福祉係主任)昇任 

税務係 係長 下山 恭典 (行政部) 

福祉係 係長 渡部 一紀 (庶務係主任)昇任 

  主任 萱沼 瑞城 (新宿区) 

   新 谷  健 (主税局) 

    工 藤  唯 (新規採用) 

産業課    

商工係 係長 佐々木邦彦 (土木課管理係長) 

   小 玉  隆 (行政部) 

農務係 主任 下山 雅子 (産業労働局) 

林務係  亀 山  恵 (産業労働局) 

水産係 係長 渡辺 裕之 
(海区漁業調整委員

会) 

海区漁業調整 

委員会（兼務） 
主任 根本 弘美 (産業労働局) 

土木課    

管理係   ※ 係長 菊池 政裕 (総務課行政係長) 

   丸山 聡史 (総務課庶務係) 

用地係 係長 安齋 一宏 (用地担当係長) 

  主任 松本 隼介 (管理係主任) 

  主任 阿部  央 (都市整備局) 

   忍田 暁也 (港湾局) 

工事第一係 係長 橋爪 祐司 (建設局) 

  主任 木 村  悟 (工事第二係主任) 

  主任 北浦 芳郎 (下水道局) 

   加 藤  望 (建設局) 

工事第二係 係長 阿部 慶三 (建設局) 

  主任 三村 篤広 (下水道局)昇任 

港湾課    

港湾課長 杉山 晃一 (都市整備局)昇任 

管理係 主任 片岡桂太郎 (下水道局) 

  主任 沖山 郁雄 (再任用) 

工事係 係長 平床 金憲 (課務担当係長) 

  主任 加藤光一郎 昇任 

  主任 前田 周作 (港湾局)昇任 

    伊 藤  晃 (港湾局) 

八丈支庁長   古田 武夫 

総務課庶務係 係長 西 條  忍 

港湾課管理係 主任 沖山 郁雄 

総務課福祉係   近藤 俊子 

港湾課管理係  塚原 裕子 

   長田 綾夫 

    佐々木静男 

定年退職

嘱託員終了

注 転出者につきましては紙面の都合上、省略しました。 

5/3(金)～5/6(月) バードウォッチング入門 

5/3(金)～5/6(月) 体験八丈太鼓 

5/3(金) 草木染め体験教室 

5/4(土) 海岸で遊ぼう 

5/5(日) 早朝探鳥会 

5/5(日) 沢の小径探鳥会 

5/12(日) 植物公園季節調査会 

5/25(土) 八丈学講座（海草を調べよう） 

6/9(日) 植物公園季節調査会 

6/22(土) 沢の小径自然観察会 

教育庁出張所    

管理係  村井亜紗子 (山王小) 

    小田 悠太 (新規採用) 

※課長補佐

※


